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吉川

文章

運動会アンケートの返信

今年度の運動会には、多数のアンケートをいただき感謝申し上げます。集計ができましたので、
下記のとおり返信をいたします。また、いただいたご意見を来年度の実施に向けて生かしてまいります。よろしく
お願いいたします。
記
１ 集計結果について （数字は割合・％を示しています。四捨五入をしている関係で合計が 100％でない項目があります）
A（そう思う）B（ややそう思う）C（あまりそう思わない）D（そう思わない）E（見ていないなど、わからない）
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開催日時は適当であった
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プログラムの構成内容は工夫されていた
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運営は安全に円滑に行われていた
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児童は意欲的に活動していた
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項目
日時
プログラム
運営
演技・競技
PTA 各委員会
おやじの会等
の支援

内容

演技・競技の内容は、学年や児童の実態に合っていた
PTA 役員、各委員会の受付、パトロール、広報活動、駐輪所の
整理や後片付けなどの通常の仕事の他、今年度実施の用具準備
やライン引きの補助などが、運営の支援に結びついていた

どの項目も、肯定的な評価（そう思う

と

やや思う

の合計）が 90％を大きく越える結果となりました。特

に、「児童の意欲的な活動」について、ほぼ 100％の肯定的評価をいただいたことを学校として大きな成果と考え
ております。また、今回、新しい取り組みとして「おやじの会」のご協力を得て、用具やライン引きの補助をして
いただきました。これについても大きな評価をいただきました。実施後、直接学校に素晴らしい取り組みであった
とのお声も多数いただきました。今後もさらに「おやじの会」との連携を深めてまいります。
紙面や同様のご意見をまとめる関係で、今回は、いただいたご意見を要約する方法を取りました。この方法につ
いても、さらに検討を重ねより良い返信方法を考えてまいります。なお、いただいたご意見の中で、個別に返信を
し掲載をしていないものもありますのでご了承ください。文章の末尾は、敬体に統一いたしました。
【お子様の学年の演技についてのご感想ご意見】
括弧内の数字は、ご意見の人数です。
練習する時間が少ない中、とても上手にダンスができていました。（７８）
学年のカラーが出てよかったです。
（１）

ダンスの位置向きも教えてほしいです。（１）

昨年より低下していないか？もう少しレベルをあげて欲しいです。（２）
【１年生へのご意見】
とてもかわいかったです。
（９）

選曲が好みではなかったです。（１） 選曲がよかったです。（１）

玉入れが工夫されていました。
（１）
【２年生へのご意見】
とてもよかったです（９）

おたすけつなひきが見ていて楽しかったです。
（１）

曲に合わせた動きとてもよかったです（２）
【３年生へのご意見】
元気いっぱい踊っていました。よくできていました。工夫されていました。かっこよかったです。
（１１）
衣装連絡もっと早めにしてほしかったです。
（１）

カスタネットよかったです。
（１）

北西タイフーンがよかったです。（１）
北西タイフーンをなぜとめたのでしょうか。全体に説明をする必要があったと思います（２）
→「全員が棒をつかんでスタートする」というルールで指導をしてきました。つかんでいないグループがあった
ので、
「全員でつかむように」と指導をするために止めました。ご指摘のとおり、競技後に説明をした方が良かっ
たと考えます。いただいたご意見を今後に生かします。

【４年生へのご意見】
とてもかっこよかったです。（７

）根気よく指導してくださいました。（１）

衣装が地味でした。
（１）
【５年生へのご意見】
ソーラン節から違う曲になったのはとてもかっこよかったです。
（１０）意欲的でした。（１）
ソーラン節に１本化にしたほうがよいのでは。（３）
今後も伝統を続けてほしいです。（２）力強くよかったです。
（１）

衣装も良く工夫されていました。
（１）

【騎馬戦へのご意見】
騎馬戦は見応えがありました。
（６）

騎馬戦は、伝統として続けて欲しいです。（１）

騎馬戦が２組に分かれて時間が短くなったが、２つを同時に見ることができないので、どちらか一方を見損ねて
しまうのが残念でした。
（１）
→全体の時間のバランス（１競技概ね５分という目安）を考えると、２学年合同なので、１０分台前半に収める
よう計画をしました。暑さ対策としても進行が遅れないように配慮をしました。いただいたご意見を校内でも検
討をいたします。今回は、グループ毎の話合いの時間を多く取りました。５，６年生がチーム毎の作戦を考えて
いる様子は、まさに「アクティブ・ラーニング」でした。大将戦での白熱した様子に多くの評価の声をいただき
ました。
【6 年生へのご意見】
とても良かったです。よく頑張っていました。自信に満ちあふれ力一杯全身で表現していました。
（５）
校庭の真ん中でもっとやってくれるとうれしいです。（１）
学年の競技をもう少し増やしてほしいです。
（１）
６年間の成長が見られました。
（１）

ウェーブが少し長かったです。
（４）

集団行動も取り入れるとさらによいのでは。（１）

工夫されていました（１）

【他の学年の演技についてのご感想ご意見】
どの学年もとても良かったです。（６６）

やる気のない子とある子の差が激しいです。（１）

もっとレベルをあげてほしいです。
（１）高学年の演技がすばらしかったです。（１）
【１年生へのご意見】とにかくかわいらしかったです（２）
【５年生へのご意見】
ソーラン節はあまりアレンジしないものの方がよいのでは（３）
ソーラン節との２曲良かったです。
（１）

とても感動しました。
（１）

【６年生へのご意見】
組体操がとても良かったです。感動しました。（１１） 自主的で良かったです。
（１）
組体操は、良かったが、ビデオが撮りづらいです。
（１）

時代的に難しいと感じました。
（１）

規制のある中でとてもよいと思いました。（４）組体操のレベルを上げてほしいです。
（８）
ピラミッドはやってほしいです。（２）

曲（栄光の架け橋）が毎年同じです。工夫して欲しいです。
（１）

T シャツのデザインとてもよかったです。（２）
【その他のご意見】
高学年リレーがダイナミックでとても良かったです。（４）

大玉転がしが良かったです。
（１）

応援団が良かったです。
（２）
【５、６年児童の係活動についてのご感想ご意見】
とても良かったです。よく動いていました。責任感がありました、スムーズでした。
（１１４）
低学年への声かけが良かったです。
（２）

応援団がかっこよかったです。
（２）

貴重なご意見ありがとうございました。今後も児童の意欲が高まるよう、ご覧いただく皆様にわかりやすいよう
に、指導や演技内容の工夫や改善に取り組んでまいります。

【その他、全般についてのご感想ご意見】
とても良かったです。（２０）日頃の先生のご指導に感謝をしています。（２０）PTA に感謝しています。（８）
時間通りに進めていてとてもよかったです。
（２）
金管バンドの演奏とても良かったです。
（１）組体操がよかった。続けてほしいです。
（２）
6 年生の演目の時には、他の学年は尊敬の目で拍手できるとよいのではないでしょうか。
（１）
徒競走の時に応援団がいると、走っている子供が見えないのでやめてほしいです。（１）
お弁当は友達と一緒に食べたがっているので家族でなくてもよいのではないでしょうか。
（１）
赤白帽は、つばをつけたほうがよいのではないでしょうか。
（３）
熱中症対策をもう少し考えて欲しいです。（テント、水分ポカリなど）
（３）
→今年度、猛暑への対応で、夏休みの水泳指導でスポーツドリンクを可とすることにしました。来年度、熱中症
の予防策として前向きに検討いたします。
熱中症対策の先生方の指導が良かったです。
（１）テントほかの学校で借りるなどの工夫をしてほしいです。
（１）
演技の衣装をもう少し早く教えてほしいです。（３）
→大変申し訳ありませんでした。少なくとも２週間前には書面でお知らせをいたします。
団体競技の時に自分のせいで負けたと思って落ち込んでいた子を、誰も責めることなく、励ます姿はとてもすば
らしかったです。
（１） 日曜日の運動会は難しいのでしょうか。
（２） 得点の花飾りが多く見づらいです。
（１）
さらに工夫を望みます。
（１）ビデオ席の考慮をしてほしいです（１）トイレへの土足対応がとてもよいです。
（１）
授乳室の確保ができないのでしょうか。
→保健室に設置できるよう検討をいたします。
高学年リレーのタイム発表の意図がわからない。練習より落ちているのに。
（１）
→タイムは上がりました。歴代のタイムに届かなかったという説明でした。
高学年リレーのフライングを容認するのがおかしいです。（３）
→フライング気味であったことはそうですが、すぐに止める判断には至りませんでした。陸上記録会のように厳
密な判定は難しい部分がありますが、さらに精度が高められるよう努めてまいります。
リレーのスタート地点インとアウトとの差が少ないのではないでしょうか。
（１）
→ご指摘の通りです。検討いたします。
徒競走の順位のジャッジを複数でしてほしいです。
（１）
→ご指摘のとおり、その方が正確にジャッジできます。しかしながら、教員の全体人数の関係でジャッジを増や
すと他の担当に教員を配置できないため複数配置は難しいです。
徒競走をリレーの近くにしないようにしてほしいです。
（２）
→全体のプログラム内容も含めて確認、検討いたします。
鉄棒とジャングルジムなどの遊び禁止をアナウンスすると良かったです。
（１）
１家庭１台自転車可にしてほしいです。また禁止されているのに乗ってきている方もいます。
（１）
自転車可の方には駐輪許可書など差別化してはっきりさせる必要があります。
（２）自転車禁止が曖昧です。
（１）
来賓席ほとんど座ってなかったので、数を減らすか敬老席等を増やしてもよいのではないかと思いました。
（１）
ビデオ席がとても少ないです。
（１）短距離のゴール前撮影場所の譲り合いをしてほしい。
（１）敬老席で立つの
をやめてほしい。場所取りで１人が数世帯分を摂るのは何とかしてほしいです。（１）保護者席でテントを立て
るのは、やめてほしいです。
（１）簡易テントは OK なのですか。
（１）立ち見席にいすを置く方々が見られまし
た。（１）マナーに欠ける保護者が多いです。
（１）喫煙所があって助かりました。
（１）
→自転車を全面禁止にすると近隣への違法駐輪でその対応でおやじの会や PTA への負担が増すことが明らかで
す。ビデオ席や場所取り、見学のことについては、常識的な行動を取っていただくことがまずは基本であろうと
考えます。簡易テントは、これだけ多くの来校者を考えるとお持ちいただかないことが常識と考えます。マナー
の遵守について、PTA 役員の皆様とも連携を図りながら改善を図ってまいります。現在、受動喫煙についての対
策を全ての施設において強く求められています。特に学校はそうです。今後は、全面禁煙となることが予想され
ますのでご承知おきください。
開門が遅いのでは？例年は７時だった気がします。
→例年通りの７時半でした。
「親父の会」の動きとても良かったです。感謝いたします。本当にお疲れ様でした。
（７）
親父の会が目立ちすぎではないでしょうか。先生と子供たちでやるべきです。生徒増やすなどの検討を（２）

→用具係とライン引きについては、この数年、児童や教員だけでは負担が大きい状況でした。今回のご支援のお
かげで、予定時間どおりに進行したことは運営面でもすごくありがたいことでした。また、肯定的な評価も 100％
近い結果でしたので、用具、ライン引きでのおやじの会の補助は今後も続けていく考えです。
鉄棒の補助器具はどけられないのでしょうか。（１）
→ご指摘ありがとうございました。検討いたします。
不審者対策のため、全員受付をするなどするのはよいのではないでしょうか。（１）
すべての競技の審査方法や得点が明確になるとよいと思います。
（１）
敬老席があまりに陽があたりすぎて座っていられません。来賓席がかなりあいているので、減らすなどの対応を
してほしいです。（１）
５月開催は児童、教員ともに負担がかかるのでは、もう一度検討をしてほしいです。
（２）
日曜開催はできないのでしょうか。
（２）
→４月は年度初め、７月は気温の関係や学期末でできません。６月の開催は移動教室の関係や梅雨もありできま
せん。日曜日は、雨天の順延を考えると厳しいです。秋の実施は、学芸的行事（展覧会、学芸会、音楽会）や移
動教室やその他の行事（来年度は６０周年）があり考えていません。日時については、各家庭の実情もあります
が、全ての思いに応えるのは難しいです。今回のアンケートでも肯定的な評価が 90％を上回っている結果も踏ま
え、現時点では変更を考えていません。
衣装についてですが、一括購入してほしいです。
（１）
体育着で登下校はできないのでしょうか。（１）
→安全面も考慮して私服での登校にしています。
学校連絡メールが頻繁で困っています（２） ホームページの更新や給食のメニューなどは連絡方法を検討して
ほしい、また卒業生もまだ配信され困っているので対応をしてほしいです。
（１）
→大変申し訳ありませんでした。ご意見をいただいた後からすぐに例年の連絡方法に戻しました。メールの配信
基準を明確にいたします。ホームページについては、発信の重要なツールと考えております。現在、毎日の更新
を心がけておりますので、ぜひご覧ください。
校長先生が、元気に積極的に動かれ感心しました。写真を撮ったり補助をしたりしてくださり安心感をもちまし
た。練習の時にも補助をしていただきありがとうございました。
（６）
校長先生が子供たちよりも早く組体操の T シャツを着て「がっかりした」そうです。校長先生が、演技の中に入
り撮影をもされ楽しんでいる様子で、本当に子供たちに配慮し全体を見られているのか心配になりました。これ
までの校長先生と比べ大声で粗野な感じがして子供たちに影響がないか心配になりました。（１）校長先生が組
体操の練習の時に演技を止められ、子供が「やりにくかった」と言っていました。（１）
→ご意見ありがとうございます。今後もどなたにもご理解をしていただけるように努めます。演技については、
子供たちの安全面を最優先に関わりました。６年生の組体操については、練馬区教育委員会から、「校長が練習
の段階から指導に入り、安全面の確保に直接関わり指導するよう」通達がありました。練習の際に、一度だけ演
技を止めたことがありました。２人技の「サボテン」の安全な膝の補助の仕方を教えました。ピラミッドよりも、
この技での骨折事例が非常に多いことからです。撮影はホームページの「当日掲載」をするためです。
昼食時の体育館とてもありがたいです。
（１）
受付門から校庭に向かう場所に退場門があるのは危険ではないのでしょうか。（１）
登下校のアナウンスがありません。手紙は出さないのですか。（４）
→登校時間、下校時間確認の便りを配布しております。
音楽の音量もう少しあげてほしいです。
（１）

褒めて自信をつけさせてほしいです。
（１）

閉会式のお話をもう少し短くあげたらと思いませんか。
（３）

PTA のつなひき工夫をしてほしいです。
（１）

低学年リレーはどのように決めているのでしょうか
→学年で人数を割り当てています。学級は関係なくタイム順で選手を選びました。
貴重なご意見ありがとうございました。今後も円滑で安全な運営や、ご覧いただく皆様にわかりやすいような環
境作りに努めてまいります。
※アンケートへのご協力ありがとうございます。なお、この便りもホームページに掲載をいたします。

